
 

 

 

         ※開催期日及び方法を変更して実施します 

期 日：令和４年２月１０日（木） 

日 程： 
                      

   

 

 

 

 

 

※研友会役員会・総会を 12時 15分から 12時 55分の間で開催します。 

 

参加申込について 
  参加については長期派遣研修員の派遣元である市町村教育委員会及び所属校並びに県教育庁主管課、教育事

務所、県内各教育研究所・教育センター、福岡教育大学附属学校、実証授業等協力者・機関、研友会役員会・総

会出席者を優先し、上記以外の県内各学校関係者の申込みにおいては、各所属１名までに限らせていただきま

す。また、受付可能人数である３００人を超える申込みがあった場合は、原則として先着順で参加者を調整さ

せていただきますので、御了承ください。

※当日の御参加が難しい方のために、研究発表会の様子を公開動画として後日配信する予定です。 

 

1 申込方法 

個別に福岡県教育センターホームページからお申込みください。 

（パスワードは所属宛通知文書に添付の開催案内に記載しています。） 

所属単位での取りまとめは必要ありません。 

ホームページ  http://www.educ.pref.fukuoka.jp/     

 
 
 

2 申込期限  令和４年２月３日（木） 
 
       ※前回募集時に申込された方についても再申込が必要ですのでご注意ください。 

開会行事 兼

創立５０周年

記念行事 

長期派遣研修員 研究成果の発表 

（発表１～２） 
休憩 

長期派遣研修員 研究成果の発表 

（発表３～５） 
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令和３年度 福岡県教育センター

研究発表会 公開動画の御案内

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、また

当日の御参加が難しい先生方のため、

今年度の各長期派遣研修員の研究発表の様子を録画した動画を

配信します。

日々の教育活動にすぐに役立つ内容となっていますので、

この機会にぜひ御視聴ください！

＜研究発表会に関する問い合わせ＞
０９２－９４７－０８９３（企画部事業計画課）

＜オンライン接続に関する問い合わせ＞
０９２－９４７－２３０４（産業・情報教育部情報教育班）

＜公開動画に関する問い合わせ＞
０９２－９４７－１０６２（企画部企画調査班）

下記ホームページ内「Ｒ３研究発表会公開動画」をクリック

➡パスワードを入力 ➡視聴したい動画をクリック

※事前申込の必要はありません。

視聴後は、アンケートに御協力をお願いします。

公開期間 ：令和４年２月２８日（月）～令和４年３月２５日（金）

ホームページ ：http://www.educ.pref.fukuoka.jp/
視聴パスワード：パスワードは所属宛通知文書に添付の開催案内に

記載しています。

視聴方法や研修報告書等▼▼



教科領域（学校種）

発表時間

小学校・理科 問題を科学的に解決する児童を育てる第６学年理科学習指導

10:25～11:05 教諭 門野　智行 仮説を設定する場面と考察する場面で根拠を基に対話することを通して

中学校・理科 見通しをもって自然の事物・現象を探究する生徒を育てる中学校理科学習指導

11:20～12:00 教諭 江村　優太郎 立案・検証・考察をつなぐ活動を通して

小学校・ICTを活用した教育 情報を関係付けることができる児童を育てる情報教育の一方途

13:30～14:10 教諭 伊東　宰 理科学習における、情報を可視化し比較する活動を通して

小学校・外国語 相手の反応に応じてやり取りする児童を育てる第６学年外国語科学習指導

14:25～15:05 教諭 橋詰　泉美 Small Talkの既習表現をつなぐ活動構成を通して

中学校・外国語 論理的に表現する生徒を育てる第２学年外国語科学習指導

15:20～16:00 教諭 指方　裕美 ロジカルシートを活用した「書く」活動を通して

中学校・国語 意見を伝える文章を書くことができる生徒を育てる国語科学習指導

10:25～11:05 教諭 金井　友美 モデル文の段階的な活用を通して

中学校・ICTを活用した教育 自分の意見が伝わる文章にすることができる生徒を育成する国語科学習指導

11:20～12:00 教諭 石津　知子 ICTを活用した助言活動を通して

中学校・社会 地域の課題解決に向けて構想する生徒を育てる社会科地理的分野学習指導

13:30～14:10 教諭 花田　慎一 提言づくりシートを活用した検討活動を通して

小学校・国語 筆者の意図を捉えて考えをつくる児童を育てる高学年国語科学習指導

14:25～15:05 教諭 光城　理恵 比較・検討・評価を繰り返す活動を通して

小学校・ICTを活用した教育 情報のつながりをとらえ、学習問題を解決できる児童を育てる情報教育の一方途

15:20～16:00 教諭 北原　里美 事実とその要因を可視化し、操作する社会科学習指導を通して

中学校・数学 数学的な処理の仕方を理解する生徒を育てる中学校数学科学習指導

10:25～11:05 教諭 新本　秀樹 解決過程を比較する活動を通して

高等学校・理科 自然事象に対する気付きから化学の概念を獲得する生徒を育てる高等学校理科学習指導

11:20～12:00 教諭 木下　竜一 物質とその変化を実体的に捉える活動を通して

小学校・音楽 表現のよさを感じながら音や音楽に表す児童を育てる高学年音楽科学習指導

13:30～14:10 教諭 髙野　裕美 知覚・感受を支えとした試行と比較の活動の位置付けを通して

小学校・算数 知識をつなぐ児童を育てる高学年算数科学習指導

14:25～15:05 教諭 栁瀬　学 単元を貫く問いに基づく事象の解決過程を評価する活動を通して

小学校・図画工作 思いを膨らませ続けて表現する児童を育てる低学年図画工作科学習指導

15:20～16:00 教諭 山口　洋子 造形的な見方・考え方が働く「試す・選ぶ」活動を通して

小学校・特別活動 自己のよさを生かして社会に参画しようとする児童を育てる学級活動（３）の指導

10:25～11:05 教諭 辻󠄀　麻衣子 三つの視点による意思決定と振り返り活動を通して

中学校・組織マネジメント 教職員組織の機能化を図る校務分掌の取組

11:20～12:00 教諭 石河　祐子 学年検証サイクルを位置付けた話合い活動の共通実践に係る生徒会担当の働きかけを通して

小学校・総合 進んで地域へ関わる子供を育てる総合的な学習の時間の指導

13:30～14:10 教諭 立神　裕成 地域の世界遺産の教材化と対話活動を位置付けた単元展開を通して

高等学校・組織マネジメント 機能的なICT活用推進体制の構築に関する調査研究

14:25～15:05 教諭 山下　恭兵 福岡県立学校「新たな学びプロジェクト」の研究実践校における取組の調査・分析を通して

小学校・組織マネジメント 主題研修組織の活性化を目指すチームメンタリングの一方途

15:20～16:00 教諭 藤原　紀世子 三つの機能を発揮したメンティリーダーの働きかけを通して

【発表】長期派遣研修員の研究成果

　県内の公立学校から派遣された長期派遣研修員が、研究テーマを設定して1年間取り組んだ研究成果を発表しま
す。日々の教育活動にすぐに役立つ内容となっています。

会
場

順
番

在 籍 校
研究主題及び副題

職・氏名

4
宗像市立自由ヶ丘南小学校

5
古賀市立古賀北中学校

分
散
会
１

1
苅田町立白川小学校

2
苅田町立苅田中学校

3
糸島市立雷山小学校

4
宮若市立宮田北小学校

5
筑後市立西牟田小学校

分
散
会
2

1
福智町立赤池中学校

2
嘉麻市立稲築東中学校

3
春日市立春日東中学校

4
小郡市立三国小学校

5
うきは市立千年小学校

分
散
会
3

1
福津市立福間東中学校

2
福岡県立朝倉光陽高等学校

3
飯塚市立片島小学校

4
福岡県立門司大翔館高等学校

5
春日市立白水小学校

分
散
会
4

1
朝倉市立大福小学校

2
柳川市立柳南中学校

3
大牟田市立大正小学校



教科領域（学校種）

発表時間

小学校・生徒指導 児童の共感的な関わりを生む要因の一考察

10:25～11:05 教諭 後藤　秀明 授業中における教師の発話と行動の分析を通して

中学校・生徒指導 自己有用感を高める生徒指導の一考察

11:20～12:00 教諭 山口　拓郎 保健体育科学習における「ポジティブトーク」の活用を通して

高等学校・生徒指導 共に学ぶよさを実感できる生徒を育成する生徒指導の一方途

13:30～14:10 教諭 黒瀬　陽子 「現代の国語」における協同学習を位置付けた学習過程を通して

小学校・ICTを活用した教育
現在の自分を見つめ、将来に向けて自己の在り方を考えることができる子供を育てるキャリア教育
の指導

14:25～15:05 教諭 鳥井　勇佑 ICT機器を活用した情報の収集・分析を通して

小学校・人権教育 他者の大切さを認める児童を育てる学習指導の一方途

15:20～16:00 教諭 髙木　英司 人権が尊重される授業づくりの視点を位置付けた交流活動と振り返り活動を通して

発達障がい教育 関わりを増やしたいＡ児が、友達と共に基本的な動きを身に付ける体育科学習

10:25～11:05 教諭 新田　梨津子 やり取りが生じる活動を位置付けた学習過程を通して

発達障がい教育
考えを整理することが苦手なＡ児が、自然の事物・現象と自らの経験を関係付けて表現することが
できる理科学習

11:20～12:00 教諭 池田　章明 視覚教材の提示と教師の働き掛けを通して

発達障がい教育
聞き落としによって活動に参加することが難しいＡ児が、自分なりのできる方法を身に付ける自立
活動

13:30～14:10 教諭 福山　美恵子 学習課題の意図的な設定を通して

知的障がい教育 知的障がいを有する生徒Ａが、自ら意思を表出するための自立活動の指導

14:25～15:05 教諭 増田　大輔 きっかけとなる視覚的ツールと教師の関わりの工夫を通して

肢体不自由教育
肢体不自由と知的障がいを併せ有するＡ児が、自らコミュニケーション手段を選択し、
身近な出来事を伝えることができる自立活動

15:20～16:00 教諭 安陪　知 見やすい、探しやすい補助教材の共同作成とその活用の指導を通して

農業 食品製造における製造過程を理解できる生徒を育てる学習指導

10:25～11:05 教諭 諌山　弘基 食品製造プロセスシートを活用した活動を通して

知的障がい教育 知的障がいのあるＡ児が、教師に一人で要求を伝える姿を目指した自立活動の指導

11:20～12:00 教諭 安藤　宏平 モデルが提示されるタブレット型端末の活用を通して

知的障がい教育 知的障がいのある生徒Ａが課題を設定し、課題解決に取り組む総合的な探究の時間

13:30～14:10 教諭 横尾　真理子 探究シートの活用を通して

視覚障がい教育

14:25～15:05

聴覚障がい教育 聴覚障がいのあるＡ児が、遊びの中で試行錯誤する姿を目指した総合保育の指導

15:20～16:00 教諭 渡邊　理絵 発想を引き出す働き掛けを通して

会
場

順
番

在 籍 校
研究主題及び副題

職・氏名

4
八女市立星野小学校

5
田川市立伊田小学校

分
散
会
5

1
岡垣町立山田小学校

2
篠栗町立篠栗中学校

3
福岡県立春日高等学校

福岡県立太宰府特別支援学校

5
福岡県立直方特別支援学校

分
散
会
7

1
福岡県立福岡農業高等学校

2

分
散
会
6

1
筑紫野市立原田小学校

2
朝倉市立大福小学校

3
久留米市立大善寺小学校

4

視覚障がい教育に係る研修
福岡県立福岡視覚特別支援学校
教諭　　大見　真登香

5
福岡県立小倉聴覚特別支援学校

※研究テーマについては、発表会当日までに変更する可能性があります。何卒御了承ください。

福岡県立古賀特別支援学校

3
福岡県立筑後特別支援学校

4

福岡県立北九州視覚特別支援学校
教諭　　重松　佳子


